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先週の個人面談でお渡しした「令和2年度神奈川県公立高等学校入学者選抜募集案内」(蜜
柑色の冊子)の31ページに"10 特色検査の概要"が掲載されています。
令和2年度入学者選抜から、学力向上進学重点校と学力向上進学重点校エントリー校(横浜
翠嵐高校以下※印のついた17校)では、共通問題と共通選択問題を用いて特色検査を実施し
ます。令和2年度からの変更点なので、「募集案内」で各ご家庭でも確認をお願いします。
昨年度の特色検査問題が必要な場合は担任に申し出てください。平成30年度まで印刷して
準備してあります。

《進路情報》
①神奈川県立金沢総合高等学校(学校説明会)
8月1 6日(金)

11:00

(京急富岡駅から徒歩10分)

12:15

学校説明会は横浜市立大学金沢八景キャンパス「シーガルホール」(京浜急行線金沢八
景駅から徒歩5分)で行われます。事前の申し込みは必要ありません。
10月12日(士)には文化祭(翔総祭)、 11月4日明・振替休日)にはオープンス
クール、 11月16日(士) 10:00 には第2回学校説明会が行われます。午後からは
後期体験入学(要申込)が行われます。
(京急新大津駅から徒歩8分)
②神奈川県立横須賀大津高等学校(学校説明会)
8月17日(士) 10:00 11:30 (横須賀市文化会a旬
学校説明会は横須賀市文化会館(京急横須賀中央駅から徒歩10分)で行われます。事
前の申し込みは必要ありません。11月16日(士)には第2回学校説明会が行われます。
午後からは部活動体験会が行われます。

③横浜市立戸塚高等学校(学校説明会)
8月2 0日(火)

(市営地下鉄踊場駅から徒歩8分)

13:00

申し込みは不要です。校内自由見学を、説明会後40分間実施するそうです。上履きを
必ずお持ちください。説明会のチラシは各クラスに置いてあります。
9月14日
・ 15日(田には文化祭(戸高祭)、 11月2 3日(士)には第2回
学校説明会と授業公開が行われます。

④横浜市立みなと総合高等学校(学校説明会)(JR根岸線石川町駅から徒歩4分)
9:40
8月2 1日(水)
0 (関内ホール)
学校説明会は関内ホール(市営地下鉄線関内駅から徒歩3分)で行われます。事前申し
込みは不要です。世帯2名までです。詳しいご案内は各クラスに置いてあります。
9月2 8日(士)・ 2 9日(田には文化祭(みなと総祭)、 11月2 3日(土)には授
業公開・学校説明会が行われます。

⑤横浜南地区公私合同説明・相談会のチラシを全員に配布しました
8月10日(土)午前10時 午後3時に横浜市立大学金沢八景キャンパス(京急金
沢八景駅から徒歩5分)で開催されます。チラシには参加校などが掲載されています。

⑥横須賀三浦地区公私合同説明・相談会のチラシを全員に配布しました
8月9日(金)午前10時 午後3時に横須賀市立横須賀総合高等学校(京急久里浜駅
から徒歩10分)で開催されます。チラシには参加校などが掲載されています。
※上記両地区の説明会参加校に、釜利谷中学校から毎年多く受検(験)しています。
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〒245‑0016 横浜市泉区和泉田17713番地
貴話:045{803}3036 FAX:045恰02}9935
URL h鄭:ノノWWW.Deル胎1Ⅶ師Wa劇.JP/ゞoyoh/

創立:昭ネ叫7年4月課1呈全日制

く利用交通桂関)
●相鉄線「いずみ野」駅から徒歩巧分
神奈中バス「松陽高絞前」下車徒歩1分
●「いずみ野」駅まで相鍵曳で:横浜駅から
20分、二俣川駅から9分、湘南台駅から8分
●「松陽高校前」までバスで:立場駅から
12分、三ツ境駅から18分、瀬谷駅から20分

(学校説明会)
第1回 9月28日【士} 9:00 13.00 本校
第2回 11月23日【士} 9:00 13:00 本校
<横浜中地区公私合同説明・相談会>
8月8日(木)
明治学院大学横浜キャンパス
く文化祭)
9月7日(土) 10:00 巧:00 本校
9月8日【日) 10:00 14:45 本校
(部活動見学週間>
10月15日【火) 伯月円日(士)
16.00 17:30
平日
土曜日 900 17:00
(中学1・2年生対象体験授業>
3月27日(全) 9:30 12:30 本校

神奈川県立

,'゛、横浜緑園高等学校つ力もう未来への確力な子'豆力な='ら、長す
̲し、より高いレベルでの進路実現を目指すための科目と興味・閃ひを深化ざせることができる科目を配置しています。
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創立平成29年4月課チ呈全日制・単位制昔通科

く利用交通機関)
●相鉄線(いずみ野線)緑圍都市駅下車
徒歩15分
●舮長鞭口よ"栴中バス三ツ坑駈・赤生台駅行恥快停陣
捗1"
●J腫戸一厚鞭口よリ篠中バス島器召市斯録壬高嶽ロバス恢車
徒制畍
〒245.0003 横浜市泉区屑津町2667番地
置話 045(812)3371 FAX:045【813)1431
URL: h如SノノW冊Nr卜k剖'1ヨ8awaedjp/y・rYokuen゛

佛1回撒説靴・部活身見学)
10月26日(土)
10:00 12:15 本校
佛2回轍説嚇傷活動見判
11月30日(土)
10:00 12:15 本校

(文化祭)
10月12日(士)一般公開
10:00 14:30 本校

神奈川県立
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Make Dreams come True 一夢をカタチにー
通信制の本校には「平日講座」「日暇講座」、インターネットを活用する「1T講座」があります。誰もが安心
して学べる環境を作るため「先生の指導に従う」などのルールを守ることを非常に厳しく生徒に求めます。
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創立:平成20年4月課1呈単位考】による通1謂・昔通i

学校説明会
6月29日(士)
10:00 本校
11月2日(土)
10.00 本校
12月7日(士)
10.00 本校
3月1日(日)
10:00 本校

(利用交通機関)
●相鉄いずみ野線いずみ中央駅(南口)
徒歩12分
●横浜市営地下鉄プルーライン下飯田駅
荏歩巧分
〒245‑0016 横浜市泉区和泉町2563番地
電話:045【800}3711 FAX:045侶02)3773
URL h如:ノノW冊.y・srMlyL永却、ん隠ル胎舶8awaed]W

体験スクーリング
8月3日(士)
事前申し込みが彪要です
横浜中地区公私合同説明会
8月8日(木)
1瞬 1謝明治学院大学
県立高較定瑞樋1諸合同説明会
12月1日(日)
1鵠 16時県立神突釧工業烹校

文化祭
10月27日(日)
10時から 15時

本校

篭夢゛' 1 'f

゛,七一'ヂ神奈川県立

姉兇劉瀬谷高等学校
叉、

豊かな森1こ削まれた学び舎で、勉技・都恬動・1刊1に.似いっき1)力を発孫できる環壗を藝えて柳、生砧は
一生懸命取り釦み、のぴのびと恬気1噛ちた高校生恬を送0ています。
「高いステージヘ」を合言業に、とりわけ学力向上をめざし、題械的む授業改善を行うとともに留別の補習
も随時行い、尖慧をあげてぃます。 1 2年吹には全員が大学を訪問し大学の授業を体験するなと、希望す
る選路の災現に向けてきめ細かく丁*にサポートしています。また、幼稚陶や子ガて捲設での1折、近隣の
特別支援学校との交補、校外清号恬動など、ボランティア活動や地娩との連携教育に、力を入れています。

蛉
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〒246‑0011 横浜市瀬谷区東野台29‑1
雷話:045【301)6747 FAX:045{304}2955
URL: h如.ノ/WWW,驗ya・hN「トk印旧8awaed」p/

創立:馴伽笄1月課1呈全日制

く利用交通機関)
●相鉄線「三ツ境」駅下車
徒歩約20分
●相録隷江ツ境」駅下車
バス若葉台中央矧10分}晒部病院削下庫徒歩5分

く学校説明会)
8月1日【木)
1430 15:30 {14:00より受付}大和シリウス
12月7日ι士)
円:30 12:00 00.00より受付)本校
(部活動休験>
8月11日旧)、10月27日旧)本校
(文化祭)
9月7日【士)
11:45 15:00 本校
9月8日(日)
9念0 巧心0 本校

神奈川県立

、イー瀬谷西高等学r父

校訓「夢と希望の実現」
本校は緑豊かで、構内の「思索の森」からは小鳥のさえず1)が聞こえます。キャリア・シチズンシップ教育を推進し、
きめ細やかな生活指導等、生徒一人ひとりに応じた支援体制の充実を図り、進路希望に応じた指導を実施しています。

髭
懐嘉

ー^1
創立:昭和53年侶課程.全日割・普通科

欝竺

く利用交通機関)
●相鉄線「瀬谷」駅北口下車
海重道路を直進徒歩18分
〒2460004 横浜市瀬谷区中屋敷2‑25
電話・ 045(302)3535 FAX:045(304)2909
URL h如'ノノ艸リi.鵠γ印油1ハPenka瑚ヨ"aed.1ρノ

【令和元年度
字校説明会等干定1
06月15日(士)
全公立厩
(於:パシフィコ横浜)
08月8日(木)
公私合問説明会
(於:明治学院大学)

◎8月16日(会)
第1回学校説明会
校内見学
(予約制)
(本校視聴覚窒)
09月8日(日)
櫓祭【本校文化祭Xこて
入学相談コーナー【応接窒)

◎伯月26日(土)
午前校内見学
葎2回学絵説珊劃本校体育鮒
午1遵部活動見学・部活動体験
◎12月14日(士)午前
第3回学校説明会・校内見学
【本校体育館)
★詳細はHPをご覧ください。

学校法人大谷学園

、ず横浜隼人高等学校必要で信頼Lれる人となる
1鉾!,向父将来、社劉:おいて顛媛誠抑恬凱論よう、「人融削媛重要認麺としてぃ討。陥人への思いやり」、陳填への飢劃、磋附循期加島哩野」、そして咽矧:打ち茜っ勇気」。
こ1山功洲うため,願艀姓話哘事、昂恬弼:ぜミけ、孕外のポランティフや地域を誰恬劃:も籬謝●観ています。醜鱸雛井0て松貢献でき臥村蜻成L討。

^

宍ご︑熱1.

創立'昭ネ陌2年4月課程全日割、昔迺科偲際語科

く利用交通機関)
●相鉄線希望ケ丘駅よリ徒歩18分
●相鉄線希望ケ丘駅より「隼人高校行き」「ニ
倒Π駅行き」相鉄バスで「隼人高校」下車
●相鉄線三ツ境駅より「戸塚行き」神奈中バ
スで「阿久和」下車
〒246,0026 横浜市瀬谷区詞久和南1‑3'1
電話:045.364.510I FAX:045‑366‑5424
URL http:ノノWWW.胎yelo ed jp/

‑13 ‑

隼輝祭(文化祭)
9月28日(土)10:00 15:00
9月29日(日) 9:00 15:00

オープンキャンパス
8月24日(土)9:10
個別相訣会
11月9日(土"0:00
11月16日【土)14'30
英語スビーチ=ンテスト
1月2日{土} 930

学校説明会
7月20日【土)13:30 14:30
8月24日【士吋ープンキャンバス
10月5日【土"3:30 14:30
10月26日(士) 9:00 10:00
11月9日【土) 9.00 10:00
11月16日{士}13:30 14:30
11月30臥土} 9:00 10.00
11月30日(土)13:30 14'30

